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社 会 的 責 任 を 果 た す た め に 、真 摯 に 取 組 ん で ま い り ま す 。

持続可能な社会の実現のため
CSR活動の結果を毎年積み上げてまいります。

これからもグループ会社一丸となり、
皆様の健康のために奉仕し、

当社グループは、生命関連商品の卸売をコアビジネスとし、医療・

豊かな社会の実現に貢献したいと願っています。

介護分野におけるソリューションカンパニーを目指しており、本業に
誠実に取組むこと自体がCSR活動そのものだと捉えております。
昨年当社グループで初めてステークホルダーの皆様向けに ｢C S R報
告書2017 ｣ を発行したのに引き続き今般 ｢CSR報告書2018 ｣ を発行
することができました。

編集方針

C S R活動における重要項目は踏襲しつつ、この1年間で当社グルー

「CSR報告書2018」では、株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様が経営方針や事業戦略などの財務的側面と、

プにおいてC S Rの観点から重要と考える結果を盛り込みました。例

CSRへの取組みなどの非財務的側面の両面から当社をご理解いただけるように、それらの重要な情報を一体的にご報告しています。
編集にあたっては、写真や図表を用いることで視覚的に内容が理解できるように心がけるとともに、事業を通した社会的課題の解
決への貢献を分かりやすくお伝えするよう留意しています。CSR報告書をステークホルダーの皆様との重要なコミュニケーション
ツールの一つとして位置づけ、今後もさらなる充実に努めてまいります。

■対象期間
原則として2 0 17年4月1日より20 18年9月3 0日までの活動を報告していますが、対象期間以前からの取組みや、直近の活動報
告も一部含んでいます。

■対象範囲

本報告書はバイタルケーエスケーグループ（株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス・連結子会社）を報告対象として
いますが、一部の項目については個々に対象範囲を明記しています。

■参考にしたガイドライン
ISO26000
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えば兵庫物流センターの完成や企業主導型保育園の開設の記事がそ
CSR 担当役員

余田 武則

のひとつです。
内容において大きな変更は無いものの、当社グループがひとつの企
業集団として継続してC S R報告書を発行したことに大きな意義があ
ると考えております。
大きくなくても継続はする。当社グループはC S R活動においても
一歩一歩着実に歩を前に進めてまいります。

（注意事項）
本レポートには、過去と現在の事実以外に、当社の現在の計画および将来予想に関する記述が含まれています。こうした記述は、現在入手可能な情報に基づき、当社が現時点で合理的
であると判断したものです。今後の事業環境により、実際の結果が異なる可能性があることを、あらかじめご承知おきください。
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会社情報
■ 会社概要

■ 事業内容

社名

株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス

本社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町一丁目９番１２号 共同ビル９階

設立

2009年4月1日

資本金

50億円

上場証券取引所

東京証券取引所 市場第一部（証券コード 3151）

社員数

3,683名（連結）（2018年3月31日現在）

当社は株式会社バイタルネットと株式会社ケーエ
スケーとの経営統合により設立された共同持株会社
です。事業内容は株式会社バイタルネット（東北6
県・新潟県・栃木県・埼玉県・東京都）、株式会社ケー

株式会社ファイネス

エスケー（近畿2府4県）が行っている医薬品卸売事

（持分法適用会社）

業のほか、この事業で培った物流機能を活かし動物

株式会社バイタルネット

薬卸売業、調剤薬局事業、医療機関との関係を活かし

■ 沿革

た介護等周辺事業も展開。さらに、2014年には株式
株式会社バイタルネット

会社ファイネスが持分法適用会社としてグループに

株式会社ケーエスケー

加わり、ヘルスケア・ネットワークが拡大しています。

1948年

合資会社鈴彦商店設立（宮城県登米市）

1961年 9月

本社を仙台市に移転

1970年 9月

株式会社鈴彦と商号変更

1983年 4月

村研薬品（岩手）と朝日薬品（山形）と合併
サンエス株式会社に商号変更

1962年 7月

錦城薬品株式会社設立（大阪府大阪市）

1986年 4月

株式会社シンエー設立（兵庫県神戸市）

1988年 6月

株式会社協進設立（大阪府大阪市）

1999年10月

株式会社シンエー、株式会社協進と合併
株式会社ケーエスケーに社名変更

1993年 8月

東京証券取引所市場第二部に上場

1994年 4月

和光薬品（秋田）と合併

1995年 9月

東京証券取引所市場第一部に上場

2001年 1月

ニチエー（新潟）
、三栄薬品（新潟）と合併
株式会社バイタルネットに商号変更

2001年 4月

本社事務所を大阪市中央区今橋2-3-21に移転

2002年 7月

オオモリ薬品東北株式会社（宮城）と合併

2004年 4月

子会社である株式会社エフ・デー・シーを吸収合併

2005年10月

株式会社ケーエスケー

■ グループ体制

ほくやく（北海道）
・バイタルネット（宮城）
・鍋林（長野）・東邦薬品（東京）
・中北薬品（愛知）
・ケーエスケー（大阪）
・アステム（大分）
・岩渕薬品
（千葉）
・オムエル（広島）の9社と業務提携グループ「葦の会」結成

2005年10月

介護事業部門を分社化し、株式会社バイタルケア発足

2005年11月

業務提携9社による共同運営会社「株式会社葦の会」発足

2007年10月

株式会社バイタルネットと株式会社ケーエスケーが業務提携

株式会社
医療経営研究所

株式会社
ケーエスケー

株式会社バイタルネット

株式会社
バイタルネット

株式会社ファイネス
（持分法適用会社）

医薬品、毒劇物、麻薬、医薬部外品、医療機器、衛生材料、衛生雑貨、介護用品、飲料品等の販売

2007年11月

本社事務所を大阪市中央区道修町1-5-７に移転

株式会社バイタルグリーン

農薬・農業用資材等の卸売

2008年 9月

株式会社アステムと業務提携

株式会社アグロジャパン

動物用医薬品の卸売

株式会社バイタルエクスプレス

一般貨物自動車運送業・介護タクシー業

株式会社バイタルケア

介護関連事業（居宅介護支援、訪問介護、通所介護、福祉用具レンタル・販売）

ファーストメディカル株式会社

医療用機械器具、医療用検査機器の販売、介護関連事業

株式会社プレアーク

損保代理業、不動産管理業、駐車場業

塩竃蛮紅華湯株式会社

一般用医薬品製造、健康関連商品の通信販売

株式会社宮城登米広域介護サービス

介護関連事業（居宅介護支援、訪問介護、福祉用具販売）

2009年 4月

株式会社ケーエスケーが株式移転により
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングスを設立し、東京証券取引所市場第一部に上場

2014年 7月

株式会社オオノの株式を取得

2018年 7月

グループ内の調剤薬局事業を医療経営研究所に統合
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス、株式会社フォレストホールディングスと共同で、株式会社リードスペシャリティーズ設立

2017年12月

本社事務所を大阪市中央区本町橋１-20に移転

株式会社ケーエスケー

医薬品、医薬部外品、医療機器、試薬、農薬、防疫用薬剤および資材、工業用薬品、理化学用薬品、
動物用医薬品、劇毒物、塗料、顔料、染料、再生医療等製品およびその他各種薬品の販売等

■ 決算ハイライト
売上高

（百万円）

564,655 548,012

621,040

経常利益

（百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）

10,584

581,079 565,589
6,632

6,556
6,987

6,125

6,276

4,235

4,778

4,527

4,467

大伸通商株式会社

一般貨物自動車運送業

株式会社たんぽぽ

介護関連事業（居宅介護支援、訪問介護、福祉用具販売）

株式会社ケーエスケー・スマイルケア

介護関連事業（サービス付き高齢者向け住宅の設置・運営・管理）

株式会社アール経営研究所

調剤薬局、医薬品の販売業、医療経営コンサルタント業

株式会社医療経営研究所

医療経営コンサルティング
調剤薬局、医薬品・医療機器・器具および衛生材料の販売

株式会社オオノ

※

調剤薬局、医薬品・医療機器・器具および衛生材料の販売

株式会社ヘルスマート

※

株式会社ヘルスマート新潟

調剤薬局、医薬品・医療機器・器具および衛生材料の販売

株式会社ケーエスアール※

調剤薬局、健康関連商品の通信販売

※

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

※2018年7月に調剤薬局事業の再編を行いました。

5

株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス CSR報告書2018

6

特集

社会的課題の解決に事業を通して貢献する

超高齢社会を支える
地域包括ケアシステムの構築へ

地域包括ケアシステムをサポートする
当社グループの取組み

人口減少とともに少子高齢化が進む我が国では、高齢者を社会の中心に据えた構造改革が待ったなしの状況を
迎えています。高齢者が安心して暮らせる社会に向けた「健康・介護・医療」の整備において、当社グループが
果たす役割は非常に大きいと認識しています。

■ 世界に類を見ない日本の超高齢社会

死亡率の低下による高齢者人口の増加と、少子化
の進行による若年人口の減少を背景に、日本は世
界で最も早い2 0 0 7年に超高齢社会（高齢化率2 1
％以上）に突入し、その後も他国を上回る高齢化傾
向を示しています。

社グループのサポートを紹介します。

「地域包括ケアシステム」への参入の一環として、当社グループは多くの地域で医療・介護の相互連携によるヘル

高齢化の推移と将来推計

スケア・コーディネートを提供しています。専門能力を発揮できる人材の育成に注力しつつ、多職種連携ネットワ

人口 ■75歳以上 ■65~74歳 ■15~64歳 ■0~14歳 ー高齢化率（65歳以上人口割合）

続けており、2 0 1 7年には2 7 . 7％に達しました。

して着実に成長させつつあります。ここでは、地域・コミュニティのヘルスケアにとって不可欠な存在を目指す当

■ ヘルスケア・コーディネートの活動

日本の高齢化率（総人口に占める6 5歳以上の人
の割合）は過去数十年間、急カーブを描いて上昇し

当社グループは近年、中期経営計画を通じて「地域包括ケアシステム」への積極的な取組みを打ち出し、事業と

（%）
45.0

（万人）
15,000

ークの構築ノウハウを共有化し、地域ごとのニーズに合わせたサポートを行っています。

●多職種連携ネットワーク
10,000

30.0

医療・介護の現場では、介護職の方が患者さん
の万全なケアに必要な医療知識を求める一方、医

15.0

5,000

療職の方には介護側に考えを伝えるコミュニケー
ションの機会がほしいという相互補完的なニーズ

今後、日本の高齢化率は2025年に30％を超え、
2 0 6 0年には2 . 5人に1人が6 5歳以上となる4 0％

0

に迫ると推計されています。高齢者が安心して暮

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年
（実績値）（実績値）（実績値）（実績値）（推計値）（推計値）（推計値）（推計値）（推計値）（推計値）（推計値）（推計値）（推計値）（推計値）

らせる社会づくりに向けて、政府は「高齢社会対策

0.0

１人の若者が１人の高齢者を支える「肩車型」社会へ

基本法」のもと、就業や年金制度、生活環境など広

1965年
「胴上げ型」

範囲にわたる施策を推進中です。とりわけ健康・介

2012年
「騎馬戦型」

2050年
「肩車型」

が存在しています。当社グループは、医療職と介
護職が意見を交換する「場」をコーディネートし、
顔の見える関係づくりを図ることで、地域・コミ
ュニティのヘルスケア対応力を強化し、患者さん
の暮らしに安心をもたらします。

護・医療に関する整備は喫緊の課題であり、
「地域
包括ケアシステム」による支援・サービス提供体制

■ 福祉介護用品レンタル事業の推進

の構築がその主眼となっています。
データ出典：内閣府「平成30年度版高齢社会白書」、総務省「国勢調査」、
社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（ 2 0 1 2年1月推計）」
（出生中位・死亡中位）、厚生労働省「人口動態統計」

65歳以上1人に対し
20〜64歳は

9.1人

65歳以上1人に対し
20〜64歳は

2.4人

65歳以上1人に対し
20〜64歳は

1.2人（推計）

護者が住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよ

近未来の医療と介護の創造を体感いただく場といたしまして、進化
し続けるA（人工知能）
I
を搭載したロボット手術や介護支援ロボット
など今後も更なる技術革新が進み、臨床応用されていくことが期待さ

■ 地域包括ケアシステムへの提案を強化
厚生労働省は2025年を目途に、高齢者・要介

●医療と介護のロボット展を開催

れております。その中でピックアップしたロボットを、東北の皆様に
体験を含めご覧いただく場として ｢医療と介護のロボット展

今までの
医薬品卸のポジション

〜近未

来の医療と介護創造〜｣ を2017年から開催しています。

う、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体
的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築
を目指しています。そのプロセスとして、各自治

メーカー

医療機関

体は3年ごとの介護保険事業計画を策定し、地
域の特性に応じた取組みを進めています。
当社グループは、地域の医療や介護に不可欠

ヘルスケア
コーディネーター

生活者

当社グループは、専門知識を持つ営業担当者育成に向けての教育

これからの
医薬品卸のポジション

を強化しています。介護・福祉分野への理解を深めた資格取得者が
営業活動を担うことで、地域・コミュニティにおけるヘルスケアの

な商品・サービスの戦略的提供を通じて、
「地域

課題解決に大きく貢献してまいります。

包括ケアシステム」への提案を強化し、超高齢
社会を支えてまいります。

7

■ 専門知識を持った営業担当者の育成

地域包括支援センター

介護

株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス CSR報告書2018

8

C SRマネジメント

コーポレート・ガバナンス

情報セキュリティポリシーの策定
当社グループ全体の社員が情報セキュリティの重要性
を認識し、安全性をより高めていくため、
「V K H D情報セ

コーポレート・ガバナンスに対する取組みこそが、ステークホルダーの皆様との信頼関係を構築するための基
盤になると考えています。企業としての使命や広く社会に対して担う責任を踏まえた企業理念によって社員の
意識の向上を図るとともに、監査機能の充実などを通して経営の透明性や健全性の確保、意思決定の迅速化に
努めています。

■ コーポレート・ガバナンス体制
当社グ ループは会 社法上の監 査 役 制度
成し、このうち、2名の社外取締役を選任し
ています。2名の社外取締役は当社の主た
富な経験と知見を有しており、当社グルー
プ の 経 営に対し非 常に有 意 な 提 言 や 助 言
をいただいています。監査役会は4名の監
査役で構成し、うち2名が社外監査役です。

取締役会

リスク・コンプラ

る事 業 である医 薬 品 卸 売 業 界において豊

イアンス委員会
会
計 監査
監
査
人

透明性・健全性を確保することが最重要

取締役14名

監査

（内、社外取締役2名）

監督

執行

社

監査役会
監査役4名

各部門

監査部

事業会社

としています。

■ 会社の機関の内容および内部統制システムの状況
取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて

全般にわたって、内部監査部門より報告を受け、年間の監

随時臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や、経

査計画に基づいてグループ全体の業務執行が適正かつ効

営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状

率的に行われているかを検証および評価しています。

催し、その他、必要に応じて随時開催しています。業務執行

また、法令等の遵守を経営上の最重要事項と位置付け
「コンプライアンス綱領」をすべての役員、社員の行動の
規範としています。

づき「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、原則と

法令の遵守は、経営上の最重要課題です。5つの基本方針を柱とするコンプライアンス綱領を策定しており、年
に3回のコンプライアンス研修を実施するなど、コンプライアンスの浸透に向けた取組みを徹底しています。

■ コンプライアンス推進体制
当社グループは、コンプライアンス推進を経営上の最

という企業理念のもと、ステークホルダーの皆様と深い

重要課題と位置づけ、取締役で構成されるリスク・コン

信頼を築き、社会から信頼される企業になるためには、

プライアンス委員会を設置し、かつグループすべての会

法令の遵守はもちろんビジネスパーソンとして高い倫理

社でコンプライアンスリーダーを指名し、コンプライア

観をもって行動することが極めて重要だと考えていま

ンスを推進する体制を確立しています。

す。そのため、次の5つの基本方針を柱とするコンプラ

また、コンプライアンス綱領では、コンプライアンス

イアンス綱領を策定し、グループすべての役員および社

違反行為を発見または自ら行った場合の報告義務につ

員の行動の規範としています。

いて定め、かつセクシュアルハラスメント・パワーハラ

1． 社会（地域）貢献
2． 公正で適正な取引および安全なサービスの実現
3． 適時開示および個人情報保護
4． 健全な職場環境の確立
5． 反社会的勢力との関係断絶

スメント等通常の経路では報告が難しい場合を想定し、
「内部通報制度」を設けています。これらを機能させる
ために、報告者・通報者は報告・通報したという事実に
より不利益を被ることはない旨をコンプライアンス綱
領に明記しています。

2 0 1 6年度からグループ全社員を対象に年3回、動画視
聴によるコンプライアンス研修を行っています。

また、研修が一方的な発信にならないよう年1回すべ
てのグループ全社員を対象に「コンプライアンス意識調

リスクが発生した場合の対応および未然に防止するため

して年2回開催しております。同委員会での決定・報告事

の体制を定めております。また、グループ全体のリスク管

項は、事業会社の同様の委員会委員長より事業会社グルー

この研修では、まず法令遵守の大切さを伝えるため不

査」を実施しています。調査結果を分析、グループ内のコ

理およびコンプライアンスの徹底を図るため同規程に基

プにおいて伝達され、グループ全体に周知されています。

祥事が起きた場合のリスクや風通しの良い職場を作るこ

ンプライアンス上の課題を発見し、研修のテーマ・内容

とによるセクシュアルハラスメント・パワーハラスメン

に反映させてまいります。

情報セキュリティに関する考え方

トの未然防止というテーマから始まりました。今後、グ

社員一人ひとりの倫理観を高め、ひいてはグループ全

当社グループは、健康や生命の維持に関わる事業に携わ

となく、より質の高いサービスを提供するために、情報

ループ社員の日常の業務や職場に関連したテーマをピッ

体のコンプライアンス意識向上を達成するため、研修→

っており、医療現場のセンシティブな情報にも触れることも

の正しく安全な取り扱いやシステムの安定稼働は、欠か

クアップし、グループ全社員に発信を続けることによっ

コンプライアンス意識調査というP D C Aサイクルを継続

多く細心の配慮と取り扱いが社会から求められています。

すことができない重要な事項と認識しています。

て、気付きや学びを促し、職場で自発的にコンプライアン

します。

また、事業を継続していく上で、企業価値を損なうこ

9

規程や実施基準を策定し社会的責任を果たします。

■ コンプライアンスの浸透に向けた取組み

■ リスク管理体制の状況
当社グループでは「リスク管理規程」により、経営上の

に則り、それぞれの組織・情報や情報資産に即した社内

的・具体的にまとめたものであり、当社グループとして

当社グループは「健康で豊かな社会の実現に貢献する」

監査

監査

取締役の職務の執行を監督、監視する体制

当社グループは、
「V K H D情報セキュリティポリシー」

（内、社外監査役2名）

長

に社外取締役および社外監査役を選任し、

監査役会は主として四半期決算の検証を目的として開

産に対する脅威から情報資産を守るため、総合的・体系

■ コンプライアンス基本方針

項目であると認識し、これを担保するため

況を監督しています。

情報セキュリティポリシーは、組織が所有する情報資

体制、組織、運用についての方針を定めたものです。

コンプライアンス

株主総会

を採用しています。取締役会は1 4名で構

キュリティポリシー」を策定しています。

の基本的な考え方や情報セキュリティを確保するための

スについて話し合えるような環境作りを目指しています。

株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス CSR報告書2018
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社会性報告

お客様とともに

■ 安定的な供給
毛細血管のように地域を細かくカバーする多くの在庫拠点を自社トラックが物流ネットワークで繋ぎ、それぞれの地
域へ医薬品をはじめとする医療関連商品を供給しています。災害時やパンデミック（インフルエンザなどの大規模流行）

当社グループは、医薬品や医療機器の流通などを通じて、パートナー企業とともに社会の皆様の健康で豊かな生
活を支えています。人々の生命に関わる商品やサービスを扱っているという強い責任感のもと、医療関連商品の
品質管理や安定的な供給に万全の体制を整えるとともに、お客様や地域社会への情報提供にも力を入れています。
当社グループの役割
・医薬品の安定供給
（災害対応）
・多職種連携支援
・お客様支援
（かかりつけ薬局支援など）
・福祉用品レンタル
・医薬品の情報
・安全性情報
・安心の物流品質

メーカー

医療機関

福祉施設

薬局

医療・介護
サービスの提供

在宅医療

時における流通体制の確保についても、過去に遭遇し、乗り越えてきた大災害の対応ノウハウをベースに、その対応機
能を強化し、いつ・いかなる時も医薬品流通を途絶えさせない体制を整備しています。
B C P（事業継続計画）の策定はもちろん、地震などの大災害への備えとして、非常用発電機の設置や衛星電話などの
通信手段の多重化、安否確認システムの見直しなど事業継続のためのハードおよびソフトの投資を行っています。
バイタルネットでは災害対応力強化を基本コンセプト

ケーエスケーでは、新たなセンターネットワーク構想の

とした宮城物流センターを2 0 1 5年3月に稼働開始しまし

もと、予てから着手していた兵庫物流センター（神戸市西

た。強固な岩盤に支えられた官公庁レベルの耐震建築の最

区）が完成し2 0 1 8年5月より稼働しています。最新技術

新センターは如何なる災害時においても供給継続するこ

の導入・スケールメリット・独自ノウハウを活かし、大阪・

とを目指しています。既存の物流ネットワーク網に、宮城

京都物流センターとの効率的な連携体制により、近畿エリ

物流センターが連結することにより、更に高品質で安心・

ア全体のさらなる安心・安全な物流ネットワークを確立し、

安全な物流サービスを提供いたします。

お得意先様とのより一層の信頼関係構築を目指します。

バイタルネット宮城物流センター

ケーエスケー兵庫物流センター

患者さん・生活者

医薬品、医療機器など

■ 品質管理の徹底
医薬品という生命関連商品を取り扱う企業として、商

こうした医薬品市販後のトレーサビリティ（追跡可能

品の品質管理、流通品質の管理を徹底的に実施していま

性）の確保や、医薬品の取り違え事故の発生防止、流通の

す。昨今では厳格な温度管理が必要とされる医薬品が流

効率化を促進するため、当社グループでは医薬品全品目

通するようになっており、氷点下での管理が必要な医薬

の有効期限や製造ロット番号などの変動情報をシステム

品、ある温度を下回ってはいけない医薬品等、仕入段階か

で管理しています。物流センターでは同じ商品でも製造

ら患者さんへ処方されるまでその高度な管理が要求され

ロット番号毎に保管するロケーションを細分化し、トレ

ています。この他、アルコールなどの危険物や麻薬・睡眠

ーサビリティの精度を担保しています。また、全ての在

薬などの規制管理品はコンプライアンスに深く係わる管

庫拠点に二次元バーコード対応のリーダーを設置し、効

理を求められています。

率的かつ高精度な流通管理を実現しています。

兵庫物流（基幹）
センター

山形物流センター

京都物流
（エリアサポート）
センター

新潟物流センター
大阪物流
（エリアサポート）
センター

宮城物流センター

異なる保管エリアから出庫した商品を
スピーディに配送単位に集約できるユニット

東北圏の物流センター体制

近畿圏での新3センター体制

大規模空調設備による徹底した温度管理

■ お客様とのコミュニケーション
医療を提供するお客様とのコミュニケーションで最も重
要なものは医薬品など医療関連商品に関する正確な情報を

適切な温度を維持できる
「温度管理設定車」

11

温度トレース機能付き医療用保冷パッケージ
（トッパン・フォームズ株式会社製）

高品質なコールドチェーンを
実現する保冷設備

ICカード認証による
セキュリティ管理システム

接なコミュニケーションを図り情報のアップデートと医療
機関などへの情報提供を行っています。

お届けすることです。人々の生命に関わる商品を安全に使

また、医療機関の経営に関する情報の提供も実施してお

用していただくための情報、副作用に関する情報を迅速か

り、地域における医療・介護の連携のコーディネートやこれ

つ的確にお届けすることが大切となります。そのために営

に関わる情報提供を行うほか、かかりつけ薬局として社会

業担当者は医薬品および医療機器メーカー様などと日々密

から求められている機能発揮の支援などを実施しています。
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社会性報告

株主・投資家とともに

■ 地域への情報提供
●「まちのくすり屋さんが集まるポータルサイト Meron」を運営
お客様である「まちのくすり屋さん」が地域の皆様へ情報を発信す

タイムリーでフェアな情報開示の徹底によって、株主や投資家の皆様から深いご理解と信頼をいただけるよう

るお手伝いをさせていただいています。
「まちのくすり屋さんが集ま

努力しています。また、常に株主・投資家の皆様の視点に立ち、皆様からお寄せいただいているご期待にお応え

るポータルサイト M e r o n（メロン）」を運営し、インターネットで薬

すべく、さらなる株主還元の充実に継続的に取り組んでいます。

局様が地域の皆様に健康情報や旬の話題を提供する機会を設けさせて
いただいています。
https://meron-net.shop

■ タイムリーでフェアな情報開示

■ IR（Investor Relations）活動

適時開示が求められる会社情報につきましては、東京

当社グループの経営方針や事業戦略をご理解いただく

証券取引所の適時開示情報伝達システムT D n e tによっ

ため社長や担当役員出席のもと、機関投資家やアナリス

て公開しています。また当社ホームページにおいても株

ト向け決算説明会と記者会見を毎年２回実施し、当社グ

主・投資家の皆様にとって必要な情報を発信するなど、

ループの決算内容や経営計画全般について詳細な分析指

益の拡大が求められる介護事業者を支援するため、インターネットで

タイムリーでフェアな情報開示を実施しています。さら

標を用いたご説明を行っています。

手軽に仕入れることができる、生活改善サービス提供サイト「LIME（ラ

にホームページ上でメールアドレス等をご登録いただい

イム）」をスタートしました。利用者の生活改善による自立支援と重度

た株主・投資家をはじめとしたステークホルダーの皆様

化防止に役立つ商品を厳選してお勧めすることで、介護するスタッフ

には、当社グループの最新情報が開示されたことをお知

の日々の活動をきめ細かくサポートでき「自宅でも利用者さんを支え

らせするメール配信サービスもご提供しています。

｢まちのくすり屋さんが集まるポータルサイト Meron ｣

● 介護事業者向けサービス「LIME（ライム）
」を推進
介護利用者ニーズが多様化するとともに、
「介護保険外サービス」収

たい」という現場の思いから生まれたサービスです。

きミーティングを開催しています。

当社ホームページ

｢介護事業者向けサービス「LIME（ライム）｣

https://lime-kenko.net

また海外の機関投資家向けには、社長自らが現地に赴

「トップページ」

英国ロンドンにて

お取引先様とともに
お取引先様とは、互いの立場と権利を尊重し合いながら適切なコミュニケーションを取ることにより、公正で

機関投資家向け説明会を実施

当社ホームページ

「IR・投資家情報」

公平な取引を行うよう努めています。また、医療関連商品の安定供給と安全使用に関する情報の提供で協力す
るなど、地域医療へのさらなる貢献を実現するための心強いパートナーとして、ともに発展していくことを目
指しています。

■ 公正で公平な取引

■ 個人投資家の拡大
■お取引先様とのコミュニケーション

社会的責任に関する基本部分である取引の公正性の確

主なお取引先様である医薬品および医療機器メーカー

保について、購入、販売、流通の各段階でその当事者間にお

様とは日常的に製品情報、安全に関する情報、製品供給情

いて各種契約を締結し公正で公平な事業慣行を徹底して

報など情報を交換し、医療関連商品の安定供給と安全使用

います。

に関する情報を医療機関様などへ提供することで地域医

また、社内コンプライアンス研修や企業の競争に関する
法律（独占禁止法など）および業界規則（医療用医薬品卸売

のほか、株主通信、アニュアルレポートなどを通じて、株主・

ただくため、個人投資家向け会社説明会を毎年実施してい

投資家の皆様に当社グループの活動をより詳しくご理解い

ます。この他、決算短信や有価証券報告書などの開示書類

ただけるよう努めています。

療へ貢献しています。
現在は一歩進んだ取組みとして特定の疾患領域（がん、

業公正競争規約など）に関する勉強会を定期的に開催し社

認知症など）や在宅医療に関する専門知識を習得した営業

員一人ひとりにその理解を深めてもらう機会を設けてい

担当者の育成にも注力し、さらなる地域医療への貢献を目

ます。

指しています。
その他、物流や経営管理に関する分野においても、多種
多様な企業、団体の方々との対話を通じながらよりよいサ
ービス提供のため、パートナーシップを強化しています。
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個人投資家の皆様には、当社や業界についてご理解をい

個人投資家向け会社説明会

株主通信
日本語版アニュアルレポート 英語版アニュアルレポート
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社会性報告

社員とともに

地域社会とともに

企業理念である『健康で豊かな社会の実現に貢献する』を真に果たすには、そこで働く人々がまず「健康で豊か」

地域社会と連携することは、医療関連商品を取り扱う当社グループにとって、非常に重要な経営課題です。当

でなくてはなりません。
「人は会社のタカラモノ」
「人が好きだと思える会社でなければ成長できない」という

社グループでは、各社がそれぞれの活動地域において、自治体との間で災害時の物資供給などに関する協定を

考えのもと、多様な人が活躍できる環境づくりに取組み、社員の心身の健康づくりにも力を注いでいます。

結ぶなど、当社グループの使命である「医薬品の安定供給」に努めています。

■ ダイバーシティへの取組み

■ 地域社会との連携

■ 人財育成

トップ企業実現のための基盤強化と持続的利益成長

当社グループは、企業が地域社会とともに発展してい

を最重点課題の一つとして、
「ダイバーシティの推進」を

くためにも、人財育成を経営上の課題と認識し、社会か

設定し、その中で「ダイバーシティを加速し、幅広い視

ら信頼される事業活動が行えるよう様々な教育・研修を

野、多様な専門性に基づいた革新を日常化する社内環境

展開しています。具体的には、研修体系に基づく職種別・

をつくり上げる」ことを掲げて取組んでいます。 限り

階層別の教育研修や、自己啓発のための通信教育への補

ある人財を活用し将来に向けて発展を続けるためには、

助等の施策のほか、社内認定制度研修、次世代育成を目

役職・職位・性別・年齢にとらわれることなく、多様な

的とした研修等を行っています。また、グループ内事業

人財の総力を結集する必要があります。

会社同士の人財交流にも積極的に取組んでいます。

すべての社員を「総合職」として、男女を問わずに階
層別の教育を実施し、意欲・能力のある社員の活躍を推
進しています。 パートタイマー等に、同じ「働く仲間」
として成長を促すための様々な学習の機会を提供し、ま
た、少子高齢化が急速に進展する中で、高齢者の雇用の
安定を図ることを目的に、定年到達者を対象とした再雇
用制度も設けています。

■ メンタルヘルスケア
『健康で豊かな社会の実現に貢献する』ためには、社員
の心身ともの健康は欠かせません。疾病の予防、早期発

■ 働きやすい環境作り
当社グループ社員の仕事と子育ての両立を支援する
とともに、地域の待機児童問題の解決を図ることで、地
域への支援を行うことを目的に、2 0 1 8年５月に企業主
導型保育園「さふらんキッズ」を宮城県名取市に開設い
たしました。この施設は当社グループのバイタルケア
が運営する介護施設「さふらんの家」と併設することで、
幼老複合による柔軟で多様なサービスの提供を行って
まいります。

見・早期治療が重要であるという考えのもと、社員の心
の健康、社員とその家族の幸福な生活が活気のある職場
のための最重要課題であることを認識し、メンタルヘル
ス不調者だけでなく、広く職場のコミュニケーションの
活性化など心の健康づくりに取組んでいます。
宮城県名取市に開設した
企業主導型保育園「さふらんキッズ」

■ LTD制度の導入
予期せぬ病気や怪我で長期間働けなくなることも現
実には発生します。収入がなくなり、それまでの生活が
保てなくなるなどの社員及びその家族の不安への備え
として、2 0 1 8年4月よりL T D制度（長期障害所得補償
制度）を導入しました。万が一長い間休職することにな
っても困ることがないような、社員が安心して働くこと
のできる会社にしたい、そのための環境整備に絶えず取
｢ココロの健康診断eMe ｣ のポスターを社内に掲示
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組むことで、福利厚生の更なる充実に繋げています。

地域との連携
地域と連携し必要な医薬品を安定供給することは当社グループの使命
です。この使命を果たすため、事業会社毎に地域と連携しています。国の
平成2 9年度総合防災訓練大綱に基づき7月2 9日に行われた大規模医療
活動訓練に参加しました。南海トラフ地震による被災府県を大阪府・兵
庫県・和歌山県・三重県と想定した訓練は、避難所の開設、S C U (広域医
療搬送拠点臨時医療施設)の設置、D M A T (災害派遣医療チーム)の参集、
医薬品の配送、等の総合的なもので、大阪府でのD M A T拠点の一つであ
る大阪大学や岸和田公園S C Uへの医薬品の搬送、和歌山県での医薬品1
次集積所の設置や医薬品の配送訓練に参加しました。
自治体との災害時物資供給等の協定を締結
災害が発生した際に応急対策が円滑に実施されること
を目的に、営業エリア内の自治体との災害時における物資
の供給に関する協定を締結しています(宮城県富谷市、大
和町、名取市、岩手県奥州市、金ヶ崎町、北上市、京都府南
丹市、滋賀県近江八幡市）
。

大規模防災訓練の模様

災害時の検査薬供給に関する協定を締結
所属する近畿臨床検査薬卸連合会において、滋賀県と
の間で全国で４府県目となる「災害時における臨床検査

また、大規模災害時の全国規模の物流・生産が整うまで

薬等の供給に関する協定」を締結しました。これは大規

の間の医薬品、医療材料の供給について、自衛隊統括補給

模な地震、風水害などの発生時における臨床検査薬など

本部との間で協定を結んでおります。災害やパンデミック

の供給要請手順、供給方法・体制、費用負担、情報提供の

が発生した際には当社事業所を拠点に地域の皆様へ医薬

在り方などをまとめたものです。災害時にも即時対応

品をはじめとした物資をタイムリーにお届けする体制を整

できる体制を整え、医薬品の安定供給に寄与することで

えています。平時におきましても地域の皆様が安心して生

近畿地方のそれぞれの地域医療に必要とされるパート

活できるお手伝いをしてまいりたいと考えています。

ナーになるべく邁進してまいります。

■ 事業を通した社会貢献
「キャラバン・メイト」の資格取得を推進
「認知症サポーター養成講座」の講師役となる「キャラバン・メイト」の資格取
得を推進しています。認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域で暮らす
認知症の方や家族に対しできる範囲での手助けをする「認知症サポーター」を
養成する機会を増やすことで地域社会に貢献します。また、本活動の輪を広げ
ることにより地域の認知症に対する不安を取り除き、すべての人々が安心して
暮らせる「安心・安全なまちづくり」を目標に活動してまいります。
｢認知症サポーター養成講座｣ の模様

株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス CSR報告書2018
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社会性報告

環境報告

環境報告

■ 地域社会への貢献
薬学生実務実習を支援

AED設置

ケーエスケーは、薬局の実務実習の一部として薬学生を

緊急時の救命率の向上や地域貢献のため、200 8年より

受け入れ、物流センターや事業所で1~2日間、見学や体

段階的に各拠点にAEDを導入し、2015年に導入完了。毎

験、講義を受け、実際の医薬品流通の現場を見てもらうこ

年1回、防災訓練時に消防署員による「急病人発生から

とで、医薬品流通の全般的な知識を習得し、医薬品卸の業

AE D使用にいたるまで」の講習も併せて実施しています。

務や役割について理解を深めて頂く機会を提供していま

また一部拠点には自動血圧計も配備しています。

す。こ の 支 援 は、

事業活動を行うことによって生じる環境に対する負荷を抑制することも、当社グループの大切な使命です。
夜間業務の抑制や電力使用状況を常時監視するシステムの導入、照明器具のL E D化やハイブリッド車の導入な
ど、エネルギー使用量削減に向けた取組みを展開しています。

■ エネルギー使用量削減の取組み

2010年度から全
国に先がけて毎

当社グループでは、改正省エネ法の定めに従い、エネ

年実施しており、

ルギー使用量削減の取組みを行っています。

2018年度で８年

電力使用の多くを占める空調設備については、交換時

目を迎えます。
防災訓練時にはAEDの講習を実施

医薬品物流センターでの実務実習の様子

地域のイベントへの積極的な参加

地域小児医療のサポート

各拠点の所在する地域に貢献する活動「SMILE HEART

小児医療を支えること、地域の皆様との交流を目的とし

♥ねっと」を実施しています。毎年延べ40回程度実施し、

た「チャリティーマーケット」を開催しています。社員が持

イベント会場、海岸、事業所周辺の清掃活動や、地域のお祭

ち寄った商品などの販売や各種イベントによって得られた

りなどのイベントへの参加によって地域の美化、活性化の

収益金を小児医療を支えるNPO法人ドナルド・マクドナル

サポートを行っています。

ド・ハ ウ ス・チ ャ
新潟市小針浜の清掃活

動には社 員が 家 族ぐる
みで参加

的に太陽光発電システムや蓄熱式の空調機等を導入し、
環境に優しい拠点づくりを進めています。
2 0 1 5年3月に稼働したバイタルネット宮城物流セン

コンフィルター、ドレン管洗浄などで効率化を図ってい

ターに太陽光発電システムを導入しました。これによ

ます。

り、倉庫内の照明を全て賄える電力量が発電可能となり

また、2017年度も、照明の間引きやエレベーターの

ました。また、照明に人感センサーや昼光利用センサー

稼働時間の削減などさまざまな節電対策を実施しまし

を導入、高い断熱性を持つ外壁や複層ガラス窓と併せ

た。夜間勤務を行う場合は不要な箇所での電気使用を

て、省エネに貢献しています。

点検し、エアコンを止めるなど対策を行っています。照

2 0 1 8年5月に稼働したケーエスケー兵庫物流センタ

明器具は、新設事業所や経年使用により交換時期を迎え

ーでは、夜間に蓄えた熱エネルギーを日中に使用できる

たものからLED照明を導入していきます。

蓄熱式空調システムを導入しました。昼間の最大電力

事業者クラス分け評価制度では3年連続省エネ優良事

パン（せんだいハ

物流センターでの使用電力量が大きいことから、積極

期を迎えたものから、高効率空調機への入替えや、エア

当社グループは、経済産業省の改正省エネ法に基づく

リティーズ・ジャ

■ 物流センターへの太陽光発電システム導入

を低減させ、電力使用の標準化を図ることで、CO 2 の発
生抑制に努めております。

業者（Sクラス）となっています。

ウス）様へ寄付さ
せていただいてい

主な節電対策

ます。

・クールビズ、ウォームビズの実施
（夏28℃、冬19℃）
毎回大盛況のチャリティーマーケット

・窓ガラスにブラインドの設置
・照明の間引き

・扇風機の使用による空調電力の削減
スポーツを通じた社会貢献

仙台市で毎年5月に開
催される「青葉まつり
すずめ踊り」に参加

バイタルネット硬式野球部は、1976年にニチエー硬式
野球部が発足して以来、新潟市を本拠地に活動していま
姫路城周辺の

清掃活動に参加

す。社会人野球日本選手権大会や都市対抗野球大会等全国

室を開催するなど
地域のスポーツ振
興に積極的に取組
んでいます。
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※ 2 4時間連続して最大需要電力（デマンド値）を計測し、設定した目標値
を超過しそうになると警報を発信するシステム。

バイタルネット宮城物流センターの太陽光発電システム

■ CO 2 削減への取組み

OBによる野球教

清掃活動に参加

・デマンド監視システム ※を活用した
設備運転の実施

大会にも出場し、近年ではプロ野球選手も輩出していま
す。ま た 部 員 や

豊岡市気比の浜の

・エレベーターの稼働時間の削減

■ 省エネの促進

社有車使用に起因するC O 2 の排出量削減の取組みと

照明器具のL E D化や高効率空調機導入による省エネ

して、ハイブリッド車、その他自動車は、低燃費かつ低

を促進しています。事務所内の電力の4 0％を占める照

排出ガス認定車を積極的に導入し、約6割を占める貨物

明器具を、交換時期が来たものから順次効率の良いLED

車 に お い て は「 2 0 1 7年 度 燃 費 基 準+ 2 5％」達 成 車 を

照明器具に更新しています。また、空調設備においても

2022年度の入替完了を目標とし、環境に優しいロジス

経年使用により交換時期を迎えたものから、エネルギー

ティックスの実現に努めています。

効率の良い設備に更新をしています。

バイタルネット硬式野球部
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